
石川県ボウリング連盟 

３月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０１６年３月８日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール

 

【１】第３１回 全日本年齢別選手権大会 結果 ２月１２～１４日   福岡県 博多スターレーン 

  ５名が参加。

 

【２】第４０回 石川県実業団選手権大会結果（２６チーム参加）２月１４日 百万石リゾートレーン 

◆団 体 戦                     団体戦・個人戦 入賞者全員 北國新聞掲載 

第１位 久世ベローズ工業所Ａ（河合 昭彦・松浦  弘）   ３,９９５ 

第２位 金沢市役所Ａ    （清水 正弘・奥村 一世）   ３,９７０ 

第３位 金沢市役所Ｂ    （石野 一次・吉田 伸也）   ３,８９７ 

第４位 津田駒工業Ａ    （大原 啓三・野村  潤）   ３,７２７ 

第５位 トランテックスＡ  （益田  彰・岩本 清兼）   ３,７１８ 

第６位 北陸電力Ａ     （渡辺 元造・広瀬 信明）   ３,６１２ 

Ｈ／Ｇ 北陸電力Ｃ     （木谷 哲也・中田 智広）     ４９６ 

Ｈ／Ｓ 金沢市役所Ａ    （清水 正弘・奥村 一世）   １,３７５ 

◆個 人 戦 
第１位 清水 正弘（金沢市役所）    ２,６４０  第５位 横山 義雄（コマツ粟津）  ２,５４６ 

第２位 石野 一次（金沢市役所）    ２,６２４  第６位 吉田 伸也（金沢市役所）  ２,５１４ 

第３位 松浦  弘（久世ベローズ工業所）２,６０９  Ｈ／Ｇ 松浦 弘（久世ベローズ工業所）２８０ 

第４位 河合 昭彦（久世ベローズ工業所）２,５４８  Ｈ／Ｓ 清水 正弘（金沢市役所）   ７４４

 

【３】平成２７年度 北陸三県競技大会 結果  ３月５～６日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

  男子４８名・女子１０名が参加。               男女上位入賞者全員 北國新聞掲 

◆男 子 

＜団体総合＞   第１位 ４２点（２位 福井 ２２点・３位 富山 ２０点） 

＜４人チーム戦＞ 第１位 石川Ｊ（益田 彰・魚 雅章・中野幸一・蔵野博久）  ５,１４１ 

第２位 石川Ａ（源川義弘・中川達也・墨屋 肇・中道裕治）  ５,０８７ 

第４位 石川Ｋ（田中信一・奥村和彦・羽場真生・東 秀雄）  ５,０４９ 

第６位 石川Ｄ（山出浩之・松井龍雄・野ロ 覚・岡水博志）  ５,０２１ 

＜２人チーム戦＞ 第３位 石川Ｓ（中野幸一・蔵野博久）            ２,６５０ 

第４位 石川Ｇ（野口 覚・松井龍雄）            ２,６３８ 

＜個人総合戦＞  第２位 松井龍雄                      １,４２２ 

第３位 蔵野博久                      １,３８０ 

第６位 東 秀雄                      １,２９０ 

＜ハイゲーム＞      朝山遥紀（パーフェクト達成）              ３００ 

＜ハイシリーズ＞     岡水博志                        ７９６ 

◆女 子 

＜団体総合＞   第１位 ３２点（２位 富山 ３１点・３位 福井 ２１点） 

＜４人チーム戦＞ 第２位 石川Ｂ（千木千恵子・中村邦子・平林幸子・奥村一世） ４,５８９ 

第６位 石川Ａ（木村厚子・渡辺外志子・宇田博美・高野由紀子）４,３４７ 

＜２人チーム戦＞ 第１位 石川Ｃ（平林 幸子・奥村一世）           ２,５４９ 

第３位 石川Ｇ（千木千恵子・中村邦子）           ２,４４８ 

＜個人総合戦＞  第２位 中村邦子                      １,２２４ 

第５位 奥村一世                      １,１７９ 

＜ハイゲーム＞      奥村一世                        ２５８ 

＜ハイシリーズ＞     平林幸子                        ７１１ 

 

【４】平成２７年度 石川県選手権者決定戦について        ３月１３日 百万石リゾートレーン 

    協議済み。（今回から男・女２種別制）



【５】第５４回 全日本選手権大会について       ３月１８～２１日 愛知県 稲沢グランドボウル 

    協議済み。（男子６名・女子６名）

 

【６】第１回 石川県シニア選手権大会について          ３月２０日 百万石リゾートレーン 

    協議済み。（申込み締切り３月１２日）

 

【７】第４２回 石川県２人チーム選手権大会について        ４月３日 百万石リゾートレーン 

    協議済み。（申込み締切り３月２６日）

 

【８】第２６回 石川県実業団競技会 兼 第４２回 全日本実業団産別選手権予選について 

４月１７日 百万石リゾートレーン 

    協議済み。（実業団部に一任） 

【９】ゆ一りんビック２０１６について              ５月２１～２２日 ジャンボボール 

   ◇大会日程 ２１日１３時００分 ６０才以上２人チーム戦（男女混可）  ４ゲーム 

         ２２日１０時００分 ５９才以下男女・６０才以上男女個人戦 ６ケーム 

   ◇ハンィキャップ 《６０～６９オ》 《７０～７４オ》 《７５～７９オ》 《８０オ以上》 

             男０．女１５   男５・女２０   男１０・女２５  男１５．女３０ 

   ◇褒 賞 ①２人チーム戦 １位～３位 

        ②個人戦    １位～３位《２種別男・女》 

        ③最高齢者表彰 男・女 各１名 

   ◇参加費 ①２人チーム戦 ３,０００円（１人１,５００円） 

        ②個人戦    ２,３００円 

   ◇申し込み ４月２８日（木）締切 県連事務局内 竹田興市 担当の机上箱に。 

         １００名以内とし、１００名を超えた場合は主催者が調整する。 

   ◇その他 ①２日間１０ゲームを消化した選手の上位４名を、１０月１５～１８日の 

         「第２９回ねんりんピック長崎２０１６」の選考対象とする。 

        ②２人チーム戦は１名でも申込み出来るが、チーム編成は主催者一任すること。 

        ③競技開始時間の３０分前までに受付けを終了し、係員の指示に従うこと。 

        ④マイボール・シューズでも、ハウスボール・シューズでもよい。

 

【10】第３３回 北信越地区都市対抗選手権大会について   ５月１４～１５日 百万石リゾートレーン 

    要項到着次第、支部割り当てを通知します。 

 

【11】第５０回全日本選抜選手権大会について    ５月２０～２２日 埼玉県 新狭山グランドボウル 

 有資格者の中から、順次申込みを受付します。

 

【12】第３７回 北信越国体 石川県予選について 

 【ジュニアの部】 

◇日 時  【Ｉ】４月 ９日（土）ジャンボボール １２：００スタート 

【Ⅱ】４月２３日（土）リゾートレーン １０：００スタート 

【Ⅲ】５月１４日（土）ジャンボボール １０：００スタート 

【Ⅳ】５月２８日（土）リゾートレーン １０：００スタート 

◇競技種別  男子・女子 

  ◇競技方法  個人戦各回６ケーム。合計２４ゲームのトータルピンで決定する。 

  ◇予選通過  ①ＪＢＣのジュニア会員であり、平成２８年４月１日現在１８才未満のもの。 

           注意事項 ただし、中学３年（１４才以上）から出場できる。 

         ②当日は、ＪＢＣ会員証とボール検査証を必ず持参すること。 

         ③４回とも、スタート３０分前までに集合し、受付を終了すること。 

  ◇申し込み ４月２日（土）までに、「国体参加申込用紙（県連・公認競技場に設置）」にすべて 

記入のうえ、石川県ボウリング連盟（ジャンボール内）まで申し込むこと。 

◇参加費  ４,５００円。（参加料・レーン使用料） ※初日の受付の際に納入すること。 



【成年の部】 

◇日 時 【Ｉ】５月２９日（日）リゾートレーン ９：００スタート 

       【Ⅱ】６月 ５日（日）ジャンボボール ８：００スタート 

  ◇競技種別 男子・女子。 

  ◇競技方法 個人戦１回１２ゲーム。合計２４ケームで順位を決定する。 

  ◇予選通過 男女の上位４名を７月２９～３１日（予定）の北信越国体（長野県）に派遣する。 

  ◇参加資格 ①石川県連会員であること。 

        ②国体総則５による。 

  ◇申し込み 「所定の申込用紙」に記入のうえ、５月２１日（土）までに所属支部に提出すること。 

  ◇参加費  １３,０００円。 ※ 初日の受付けの際に納入すること。 

  ◇その他  県代表に決定後は、県連指定の強化練習に必ず参加すること。 

 

【13】各リーグの次回日程 

◇石 川リーグ  ⑧ ３月２７日 リゾートレーン（最終節） ① ７月３１日 リゾートレーン 

◇実業団リーグ  ① ５月２２日 ジャンボボール      ② ６月１９日 リゾートレーン 

◇シニアリーグ  ① ４月２４日 ジャンボボール（最終節） ② ５月２２日 リゾートレーン 

◇個人リーグ   ㉑ ３月 ８日 ジャンボボール      ㉒ ３月２２日 リゾートレーン 

 

【14】 その他 

①２月２１日終了のシニアリーグの結果は、４月会議に報告します。 

②２月会議【３】項の第３３回全日本実業団都市対抗の、ベーカーＨ／Ｇ金沢市役所Ａチームの 

   写真が JBCNEWS第 532号に掲載されています。 

  ③「所属支部」「所属クラブ」を確認願います。「ＪＢＣ個人会員証」の氏名上に印刷されています。 

支 部 名  フランチャイズクラブ名 

能 登 支 部  クァトロブームクラブ 

中 央 支 部  ジャンボボールクラブ ・ コロナキャットクラブ 

加 南 支 部  百万石リゾートレーンクラブ 




